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❶ ——— 問題意識
　
　低価格訴求の店舗をインショップ化する百貨
店，都市部で集中展開するコンビニサイズの小
型スーパー，24時間営業の食品スーパー，ディ
スカウントストアのような100円コンビニ，日
用雑貨品や食料品を取り扱う家電量販店。今日，
特定の業態という枠組みでは捉えきれない風変
わりな店舗形態が数多く出現している。では，
消費者は，このような多様な店舗形態をもって
出現してくる様々な業態について，どのような
認識をしているのであろうか。恐らく，消費者
はこうした店舗形態について，一般的に業態と
呼ばれる，百貨店，スーパーマーケット，コン
ビニエンスストア，ホームセンターといった名
称に基づく共有の認識枠組みをもって理解して
いると考えられている。しかしながら，今日出
現している数多くの店舗は，冒頭で示したよう
に，その共有の認識枠組みには収まりきれない
ものも少なくない。

　本研究の目的は，第一に，消費者が共有する
業態という認識枠組みを探るために，これまで
の主要な既存研究レビューから得られる研究課
題を整理することである。第二に，業態認識の
主体となるスクリプトの可能性について考察す
ることである。
　

❷ ——— 業態概念をめぐって
　
1．小売業態研究と小売流通革新研究

　ここしばらく，マーケティング分野では業態
をめぐる議論が活発に行われている。業態概念
は，小売企業の戦略発想とその展開においてき
わめて重要な役割を果たすために，マーケティ
ング論や商業論の中心に位置する中核的な研究
対象でもある。ここではまず，業態概念をめぐ
るこれまでの議論を整理することから始める。
　業態概念については，大きく2つの研究領域
が認識されている（高嶋 2007；近藤 2011；坂
川 2011）。一つは小売業態研究であり，もう
一つは小売流通革新研究である。小売業態研
究では，「小売流通における歴史的な出来事の
なかから，業態に関する一般理論を見いだそ
う」（坂川 2011）とするものであり，これま
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でに数多くの論者が様々な仮説を提唱してき
た。McNairの小売の輪仮説，Hollanderの小売
アコーディオン仮説，Nielsenの真空地帯仮説，
Izaeliの小売の3つの輪仮説，Davidsonらの小
売ライフサイクル仮説などが，その代表的な研
究である（これらの仮説の詳細については，向
山（1985；1986），高嶋（2003），石井（2009）
等を参照されたい）。こうした小売業態研究で
は，「マーケティングについての集団的な行動
をとる企業グループ」を識別するための概念と
して業態を捉えているのがその特徴である。あ
くまでもマーケティングに関する集団行為をと
る企業グループという認識が業態を規定してい
る。
　一方の小売流通革新研究は，「新しい業態の
出現にともなう技術革新に着目した研究」（坂
川 2011）である。ここでいう技術革新とは，
ビジネス・システムや鮮度管理技術，情報シス
テム技術やフランチャイズ・システムであり，
これらの革新により新業態が確立されるという
視点である。この小売流通革新研究では，革新
的な技術をもつ企業がその分析対象となってお
り，この革新的技術に関する革新者と模倣者と
の関係から企業グループを捉え，これを業態と
して捉えているのが特徴である。ここでは，小
売業態研究のようにマーケティングに限定され
ずに，フランチャイズ・システムや情報システ
ムの構築など，「マーケティング以外の集団的
な行動をとる企業グループ」を識別するための
概念として業態を捉えている点で，小売業態研
究とは異なるのである。
　
2．実体／差異としての業態概念

　石井（2009；2012）は，こうした業態概念を

「実体としての業態概念」と「差異としての業
態概念」の2つに識別している。実体としての
業態概念とは，小売業態研究に含まれる様々な
仮説群にみられた伝統的な小売業態論のことで
あり，これらの特徴を以下の3つに整理してい
る。
　
・ 第一に，伝統的小売業態論では，小売業態

は，百貨店，スーパーマーケット，コンビニ
といった形で，すでにある「実体」として把
握されている。コラムに，代表的な仮説を素
描しているが，いずれも小売業態を明確な属
性をもった実体として業態を捉えている。

・ 第二に，実体としての業態は，歴史的に見る
と，それらのあいだでの入れ替わりが観察で
きるとする。その認識を前提として，ある業
態から他の業態への支配的業態の入れ替わり
の原因を，あるいはより一般的には業態のラ
イフサイクルの拠って来たる原因を解明しよ
うとしてきた。

・ 第三に，そのために，実体の内包（属性）と，
その属性に影響を与える外部諸要因を識別し
変数化し，属性と外部要因とのあいだの諸関
係を把握することに努める。できれば次なる
業態の出現を予測するために，標本数を増や
して統計的に処理することができればいっそ
う望ましいということになる。

　（石井（2012），272-273頁より抜粋）
　
　こうした主張を要約すると，業態という実体
を属性によって規定して，その認識を前提にし
て，支配的業態の実体を外部変数との関係から
把握しようという研究姿勢が見えてくる。この
研究姿勢が，これまでの国内外の小売業態研究
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のほとんどの底流に流れていると指摘してい
る。一方の差異としての業態概念とは，「業態
を，実体として把握せず，業種からの偏差，つ
まり差異や変化として定義している」ものであ
り，石原（1999）と矢作（1981）の研究におけ
る業態の捉え方がそれであるとしている。
　石原（1999）は，「業種」を支える技術基盤
の臨界点を超えるいくつかの革新的技術と新し
いコンセプトの総体を業態として捉えている。
矢作（1981）は，「メーカーや問屋のつごうで
はなく，消費者の望む品揃えを実現するのが小
売業態の革新なのである。取扱商品別の業種と
いう概念は，メーカーや中間流通業者の扱い商
品から強い影響を受けて形成された。これに対
して，百貨店やスーパーマーケット，コンビニ
エンスストアなどの業態は業種の壁を超えて確
立されてきた」（86頁）と論じている。両者は
共に，「業種からの差異的な変異態」として業
態を捉えているのが特徴的である。
　こうした差異としての業態概念に基づいて，

石井（2009）は，図−1のような業態論研究の
視点に関する一つの考え方を示したうえで，業
態の成立過程を明らかにしている。ここでは，
企業家が創造的適応をはかるべく，「消費者の
購買習慣」と「商品取扱い技術」の臨界を超え
る小売の「ビジネスモデル」を創造し，これを
展開するのである。そして，このビジネスモデ
ルに，取引相手との取引条件に関わる「バリュー
ネットワーク」が形成され，その普及プロセス
を経て「業態」が生成されていくというもので
ある。ここで興味深いのは，ビジネスモデルと
業態との違いを明確にしている点である。「ビ
ジネスモデル」は，企業家による偶然の産物で
しかなく，あくまでも「私的」な「デファクト

（事後的）」でしかありえないという。これに対
して「業態」は，ビジネスモデルの普及ならび
にバリューネットワークの形成に依存している
という意味で，「公的」な「デファクトスタンダー
ド（事後的基準）」になると指摘する。このよ
うな識別を踏まえ，ビジネスモデルの確立を前

■図 ——1

業態論研究の視点

（石井（2009））
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提として，さらにそこにバリューネットワーク
が確立されて，はじめて業態が成立するという
そのプロセスの重要性が主張されるのである。
　
3．フォーマットとフォーミュラ

　石井が識別した「業種」からの差異としての
業態概念と，ビジネスモデルと業態との関係を
理解しておくことは，きわめて重要なことであ
る。なぜならば，業態とは，「この差異や偏差
を内在する動態性をもつもの」と考えられるか
らである。
　これまでの業態研究のなかで取り上げられ
てきた興味深い概念の一つにフォーマット

（format）がある。同一業態内における企業間
での多様性（例えば，百貨店でも都市型百貨店，
女性ファッション特化型百貨店など，多様な形
態をもつということ）を捉える際に，重要な意
味をもつ概念として捉えられているのがフォー
マットである。
　フォーマット概念に着目した田村（2008）は，

「フォーマットとは，業態の分化した種々なか
たちのことであり，企業の戦略行動を反映し
ている。フォーマットは分化レベルで捉えられ
た業態である」（25頁）と定義しており，また

「フォーマットは活動レベルで見た業態の姿で
あり，業態の多様な変種を生み出す源泉である」

（28頁）という示唆を与えている。図−2には，
企業戦略を反映したフォーマットとそのフォー
マットを構成する基本要素が示されている。
　さらに，フォーマットは，「個別企業の独自
戦略」と「グループ概念としての業態」の両側
面を持ち合わせているという。企業戦略を反映
した小売ミックス要素の組み合わせパターンに
よってその独自性が主張されるが，業態内の
企業間競争を通じた模倣により，そのフォー
マットが同質化していく可能性がある。すな
わち，「現実のフォーマットは企業の独自戦略
と業態標準フォーマットの両極の間を揺れ動い
ている」（28頁）のである。そして，これらの
側面の出方は小売ライフサイクルに依存すると

■図 ——2

フォーマットの基本要素

（田村（2008）より修正）
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され，ある業態の生成・導入期では新しい市場
機会を捉えるために独自戦略を反映する多様な
フォーマットが出現し，成長期になると，競争
力をもつ優性フォーマットへの模倣により，同
質的な標準型のフォーマットに収束していくと
考えられている。
　分化レベルで業態を捉えたものをフォーマッ
トとするならば，石井が識別したビジネスモデ
ルとほぼ同じ意味をもつと考えられる。ビジネ
スモデルによる説明からは，ビジネスモデルが，
その社会要因となるバリューネットワークによ
る普及プロセスを経て，業態へと昇華していく
と説明される。フォーマットによる説明からは，
多様なフォーマット群の中から優性フォーマッ
トが出現して，グループ内の他のフォーマット
を収束させていく過程のなかで業態が捉えられ
る。業態を認識させる成立プロセスにこそ違い
はあるが，業態を成り立たせている「原型なる
もの」を仮定している点では，同じ主張である
と理解できる。したがって，このような「原型
なるもの」との関係から，動態的な業態を捉え
ることが可能になると考えられる。
　向山（2009）は，認識レベルの業態として，
フォーマットとフォーミュラ（formula）とを
識別している。向山がいうところのフォーマッ
トとは，田村の定義したフォーマットとはいく
分異なっている。「それは「百貨店というもの」

「スーパーマーケットというもの」「コンビニエ
ンスストアというもの」といった認識レベルで
の業態であり－以下ではそれをFormat（フォー
マット）と呼ぶことにする－，非常に一般的か
つ抽象的，そして操作性の低い概念である」（21
頁）としている。
　これに加えて，小売国際化研究という文脈の

中では，もう一つの認識レベルでの業態として，
企業特定的あるいは本国特定的（さらには進出
先特定的）な業態が必要とされるようである。

「それは，「フランスを本拠地とする」カルフー
ルが展開するハイパーマーケットであり，「ア
メリカを本拠地とする」ウォルマートのディス
カウントストアという認識である。以下ではこ
の意味での業態をFormula（フォーミュラ）と
呼ぶことにする。Formatが基本的にはかなり
一般的・抽象的な概念として理解されるのに対
して，Formulaは具体的な実在として観察可能
な概念として認識されるものである」（21頁）
としている。
　向山の識別するフォーマットは，これまでの
伝統的な小売業態論で一般的に使われてきた業
態のことであり，消費者が通常理解している

「業態」と考えられるものであろう。「一般的に
共通してイメージできる抽象的存在としての業
態」（22頁）である。これに対してフォーミュ
ラは，具体的な姿としての個別店舗形態を伴っ
ているものであり，「具体的に観察可能な企業
特定的概念」（22頁）なのである。ここでは，
小売国際化研究という文脈の中でフォーマット
とフォーミュラとの関係を捉えているために，
本国特定的あるいは進出先特定的となる具体的
な実在としてのフォーミュラが特定化されてい
る。しかしながら，消費者行動研究という文脈
では，本国や進出先だけではなく，消費者の生
活空間に関わる身近な至る所にある具体的な実
在として観察可能なフォーミュラに該当する店
舗を想定しておく必要があると考えられる。
　ともあれ，これらの識別からは，実体を伴う
か否かという意味での具体と抽象との関係から
業態を捉えることの重要性が示唆される。「原
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型なるもの」として捉えられる具体的なフォー
ミュラと，抽象的にイメージされるフォーマッ
トという2つの概念から，業態を捉えることが
可能になると考えられる。
　
4．消費者の認知空間と業態変動

　図−2に示したように，フォーマットはそ
の基本要素を構成する「フロント・システム」
と「バック・システム」から構成される（田
村 2008）。フォーマットのフロント・システム
は主に，店舗数や店舗規模などの「店舗ネッ
トワーク構造」と，典型的な立地パターン，取
扱商品カテゴリー，価格政策，接客サービス方
針，販促計画，基本的店舗施設などの最適な組
み合わせから構成される「小売ミックス」から
構成される。これに対してバック・システムは，
SCM（サプライ・チェーン・マネジメント），
店舗業務遂行技術，さらには組織構造や文化を
反映して構成される。このバック・システムに
よる下支えがあって，はじめてフロント・シス
テムが成り立つと考えるのが妥当であろう。
　フォーマットをこうした2つのサブシステム
から捉えると，先に述べた小売業態研究は，主
にフロント・システムをめぐる議論であったこ
とに気づく。また，小売流通革新研究で焦点と
なっていたのはバック・システムの革新性であ
り，その革新性がフロント・システムにどう反
映するかを議論していたものとして理解でき
る。このような理解を基にすると，フロント・
システムがいかにして消費者に反映されている
かに着目する必要性が出てくるであろう。これ
に応えるべく，消費者の認知空間を想定した業
態の展開を試みる研究がある。ここでは，実体
としての業態を捉えながらも，差異としての業

態を組み込んでいく努力もなされている。
　池尾（2005）は，小売業態の動態について，
消費者の認知空間を仮定した説明枠組みを提示
している。図−3に示される枠組みである。こ
こでは消費者選択モデル（より厳密には，消費
者の店舗間選択モデル）を仮定して，その選択
対象となる店舗が，「経済性」と小売ミックス
と他の要素を含めた「小売サービス」からなる，
それぞれの店舗イメージをもつことを前提に展
開される。図に示されるように，小売店1，2，
3は，2次元に要約される経済性と小売サービ
スをそれぞれ一定の比率で有する店舗イメージ
をもつと想定され，消費者の認知空間に見立て
られる認知マップ（知覚マップ）に位置づけら
れる。
　また，個々の消費者はそれぞれの好みに応じ
て，これら経済性と小売サービスの重視度の比
率をもつと想定して，原点Oからの右上がり直
線である選好ベクトルをもつと仮定される。図
には，消費者aと消費者bのもつ選好ベクトル
aとbが示されている。各小売店舗のイメージ
から構成される魅力度は，それぞれの店舗の位
置から選好ベクトルに垂直に交わる直線を引く
ことによって得られるそれぞれの交点によって
示され，これが消費者の選好を示すものとなる。
消費者aにとっては小売店3，2，1の順で，消
費者bにとっては小売店1，2，3の順で，それ
ぞれの店舗に対する選好順位が導き出される。
そして，消費者はこの選好順位に基づいて店舗
選択をすると考えるのである。消費者の店舗属
性に対する「認知」に基づく「選好」を捉えな
がら，店舗選択という「行動」を説明しようと
する枠組みである。
　横軸，小売店1，2，3および縦軸を結ぶ直線
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と直角に交わる原点から右上がりの直線OXと
OYは，その性格から「境界ベクトル」と呼ば
れる。また，小売店1，2，3が位置づけられる
CC線は「流通技術フロンティア」と呼ばれる。
これは，現在の流通技術のもとで，経済性と小
売サービスの合理的な組み合わせをせざるを得
ないという小売店舗への制約条件であり，現時
点における精一杯の限界という意味でのフロン
ティアなのである。そして，消費者に反映され
る店舗イメージは，この流通技術フロンティア
であるCC線上に制限されるが，このCC線上
であれば，いかなるイメージの展開も可能であ
ると考えられる。
　このような説明枠組みを使用することによっ
て，CC線上で展開される小売店舗イメージに
基づく小売業態の変動が説明可能になる。例え
ば，CC線上において，小売店1が左上方に移
動すれば「格上げ」，小売店3が右下方に移動
すれば「格下げ」となり，CC線上の両端に「真
空地帯」が発生するという説明の仕方である。
但し，CC線上に限定されるこの説明は，伝統
的な小売業態研究が想定していた範囲内での業
態の変動に限られる。それは，現在の流通技
術における制約を前提としているからであり，
CC線上に制約された経済性と小売サービスの

「新結合としてのイノベーション」という意味
での革新の台頭と既存業態との関係による説明
しか認められないからである。
　これに対して，図ではCC線をさらに超える
外側にC'C' 線も示されている。これは，流通
技術の革新を伴った既存店舗の移動や，新規参
入の可能性を示すものである。図では，小売
店1のC'C' 線上への移動が示されており，これ
によって境界ベクトルであるOXがOX'に移動

して，小売店2のシェアを侵食している様子が
理解できる。こうした説明枠組みでは，このよ
うなC'C' 線の可能性を仮定することによって，
小売流通革新研究が焦点を当てていた流通の革
新性をも取り込んで，消費者の認知空間に反映
される業態変動の説明が可能にもなる。
　さらに，この説明枠組みにおいてもうひとつ
重要となるのは，経済性と小売サービスの組み
合わせに対する消費者の選好分布である。図−

3では，消費者aとbという二人の選好ベクト
ルがそれぞれ示されているに過ぎなかった。そ
こで，図−4のようにCC線を流通技術フロン
ティアとして固定してみると，そのCC線上に
消費者の選好に関する比率の分布が想定でき
る。この分布の形状が単峰形（釣り鐘型）をと
るのは，経済性と小売サービスの組み合わせか
ら得られる「値打ち（value）」というものが存
在するからである（中西 1996）。図の原点Oを
通って流通技術フロンティアに選好ベクトルを
引くことによって得られる接点Aは，その値打
ちを最大にすると仮定される点である。消費者
の最大数が，この組み合わせを支持していると
考えられるので，選好ベクトルMaxと呼ぶこ
とができる。この接点Aを離れるほど，経済性
と小売サービスの「組み合わせの値打ちは低下
し，そんな組み合わせを選択する消費者比率は
少なくなるであろう」（28頁）と考えられる。
　また，先の説明と同様に，流通技術フロン
ティアを右上方へシフトさせる業態は，消費者
にとってより魅力的な存在となり，これによっ
て従来の値打ち感が崩れていくであろう。そし
て，この技術革新業態に対して，より多くの選
択がなされていくはずである。したがって，業
態の変動は，消費者の「値打ち」を基にした選
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好ベクトルMaxを仮定し，その推移として理
解することができるのである。
　
5．研究課題の整理

　これまでの主要な既存研究を踏まえると，そ
こからはいくつかの重要な示唆が得られる。第

一に，「実体」と「差異」に識別されるように，
業態を実在として捉えるのか，それとも業種な
どからの差異として捉えるのかといった研究姿
勢に関する示唆である。本研究では，消費者行
動研究におけるメインストリームである消費
者情報処理アプローチから業態を考察するため

■図 ——3

消費者の認知空間

（池尾（2005）より修正）

■図 ——4

消費者の選好分布

（中西（1996）を基に作成）
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に，対象を実体として捉え，それを属性分解し
て捉えることが前提となる。消費者情報処理ア
プローチは，こうした代表的な研究姿勢をも
つと一般的に考えられている。しかしながら，
1990年代以降に展開されている「第二世代の
消費者情報処理研究」（新倉 2011）では，消費
者の主観的知識の重要性が認識され，対象の捉
え方も実在としての「絶対的存在」だけではな
く，主観的に表象される「相対的存在」をも対
象としている。したがって，業態を実在として
捉えながらも，消費者の主観に映し出される業
態像として捉えることが研究課題への研究姿勢
として要求されるのである。
　第二には，「ビジネスモデル」や「フォーマッ
ト」として捉えられたように，あるいは「フォー
マット」と「フォーミュラ」の識別に表された
ように，「原型なるもの」との関係から捉える
業態の動態性に関する示唆である。対象となる
業態を，「原型なるもの」との関係に組み込ん
だ動態的な性質をもつものとして解明していく
という課題である。
　第三には，「流通技術フロンティア」の移動や，

「値打ち」から導出される選好ベクトルMaxの
移動によって説明されるような業態の変動を説
明する道具立てに関する示唆である。これは，
第一と第二の示唆とも関係している業態研究に
おける肝要な部分である。「実体」としての業
態の認識を明らかにするだけではなく，「差異」
としての業態のあり方や，その「差異」を生み
出す推移のプロセスを説明する道具立ても示さ
れて，はじめて消費者が認識する業態というも
のが明らかになると考えられるからである。こ
うした道具立てをセットにして示すことも，大
きな研究課題の一つであると考えられる。

　

❸ ——— 業態認識主体としてのスクリプト
　
　上記の研究課題を踏まえて，ここでは，消費
者の業態認識において重要な鍵を握ると考えら
れる一つの認知構造体であるスクリプトの可能
性について検討していく。
　
1．小売活動に伴う店舗の動態性

　かつてAlderson（1965）が小売の輪理論に
対して「消費者を（業態研究の）体系の中に戻
す必要がある」と指摘した点を再認識するべ
きであろう。上述したFormat（フォーマット）
とFormula（フォーミュラ）の識別に表された
ように，近年ようやく消費者との接点を考慮し
ようとする試みが進みつつあるものの，未だ消
費者視点の業態認識というものはないようであ
る。
　では，消費者はどのように店舗を把握してい
るのであろうか。魚屋や文具店といった「屋」
や「店」のつく特定の専門品を扱う店舗は「業
種店」といわれており，こういった商品をどの
ように取り扱うかが「業態店」であるといわれ
る。
　特にわが国では，狭い地域に多数の店舗が密
集しており，この環境の中に業種店と業態店が
混在している。このような複雑な買い物環境の
中にあっても，消費者はタイプの異なる店舗を
うまく使い分けている。もしかすると，消費者
は業種や業態という区分で店舗を識別していな
いのかもしれない。それでも，個々の小売企業
は商品の取り扱い方を工夫し，消費者の買い物
目的をよりよく達成するために，品揃えの幅と
深さ，売り場のデザインや接客サービスなど，
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消費者から見えるフロント・システムを通じて，
「買いやすさを高めるための要素や個々の提供
条件」としての「流通サービスの束」を打ち出
す。それが消費者の購買行動に適合する小売企
業ほど業態として成立していくのであろう（cf. 
齋藤 2003）。特に重要な施策は，品揃え形成に
よるマーチャンダイジングであり，適正な商品
を，適正な時に，適正な場所で，適正な価格で，
適正な数だけ取り揃えることである。そこで取
り揃えられた商品や店舗の利便性（サービス）
が高いほど，消費者からの支出は他の店舗より
も高くなることが期待できるのである。
　しかし一方で，マーチャンダイジング活動に
よって仕入と販売が繰り返されていくために，
店舗の品揃えは日々変化している。立地や店舗
サイズなどは，土地の大きさや企業の意図する
戦略や競合環境によっても異なる。また，時代
に応じて状況も変化するため，流通サービスの
組み合わせは多様であり，絶えず変化している。
したがって，このような買い物環境を前提とす

る限り，業態を流通サービスの束で定義する「実
体としての業態」の認識だけでは限界があり，
その動態性を考慮した業態認識が必要になると
考えられる。

2．スクリプトを通じた業態認識

　こうした店舗間の流通サービスの違いや差
異を認識させる機能をもつ一つの認知構造体
としてスクリプト（script）が考えられる（髙
橋・新倉 2012）。スクリプトとは，消費者のマ
インドに展開される一つのシナリオや台本のよ
うなものであり，消費者は，買い物行動を通じ
て得られた経験や行動パターンをスクリプト
によって認識しているのである。図−5に示さ
れるように，コンビニエンスストアを例にする
と，「店に入る」「雑誌を眺める」「ドリンクを
手に取る」「惣菜・パンを手に取る」「レジで精
算する」といったように，時間軸に沿って展開
される状況とそこでの行為の因果関係の連鎖か
ら構成される，目的を達成する手順に関する一

■図 ——5

スクリプト
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体化された知識構造である（cf. Barsalou and 
Sewell 1985；Shoemaker 1996；棚橋 1997；新
倉 2012）。
　基本的に消費者は，行動を通じて知識を貯え
ていく（佐伯 1990）。ある状況に繰り返し出会
うことで，また，異なる状況において共通する
行動パターンを見出そうとすることでスクリプ
トが創り上げられていくのである（cf. Shank 
1982, 邦訳p.25；Shoemaker 1996）。
　そして，消費者は様々な店舗の利用を通じて
習得したスクリプトによって，類似の行動パ
ターンをもつ店舗をひとつの業態として認識
していくのである（cf. 佐伯 1990；高橋・新倉 
2012）。
　スクリプトを通じて店舗を認識する利点はい
くつかある。例えば，ある流通サービスで習得
したスクリプトを類似のサービスを利用する時
に適用したり，次の展開の予想や新しい状況
に適応することが可能になる（cf. Shoemaker 
1996）。
　見知らぬ土地に出かけ，買い物が必要になっ
た場合，普段から利用している店舗と同じ
チェーンの店舗を見かけて安心した経験はない
だろうか。ここにもスクリプトが関係している。
仮に，あなたが見知らぬ土地にあるそのチェー
ンの店舗に入り，買い物をした時に，普段から
利用している店舗と什器が異なっていたり，陳
列の配置や品揃えの幅や深さ，レジのサービス
対応などが異なっていた場合，戸惑いを感じる
だろう。これは普段から利用している店舗のス
クリプトをその店舗に適応しようとしているた
めであり，既存知識に基づく行動パターンから
ズレた部分に不安や戸惑いを感じるのである。
そのズレた部分を体験していくことで，消費者

はそのチェーンの流通サービスの認識を修正し
たり，業態の認識を修正したりしながら，学習
していくのである。
　さらに，スクリプトの知識を利用することで，
新しいタイプの店舗の認識も可能になる。ロー
ソンストア1001）（Lawson Store 100）やナチュ
ラルローソン 2）（Natural Lawson）の事例を考
えれば，このことが理解できるであろう。基本
的に「ローソンはコンビニエンスストアである」
と認識していることで，消費者はコンビニエン
スストアに特有の行動パターンを認識してい
る。その行動パターンをふまえた時，通常のロー
ソンのスクリプトにはないローソンストア100
の「生鮮を含めた多くの商品が100円で購入で
きる」という買い物行動を体験していくことに
より，「通常（既存）のローソン」と同じコン
ビニエンスストアではあるが，少しタイプの異
なる店舗であると認識するであろう。また，ナ
チュラルローソンの場合，通常のローソンと雰
囲気と品揃えの面での違いを訴求しているが，
それに気づいている消費者は通常のローソンと
は異なると理解しているだろう。逆に，これら
の違いを十分に感じていない消費者は，通常の
ローソンと同じだと認識しているだろう。この
ように，消費者は通常のローソンという概念像
から導き出される「コンビニエンスストアらし
さ」の店舗内での行動パターンを前提（手本）
にしながら，従来のそれとは異なる点を理解し
ていくことが可能になるのである。
　日々，小売企業の経営努力によって，数多く
の新業態や新フォーマットと呼ばれる新しいタ
イプの店舗が次々と開発されている。しかしな
がら，小売企業が小売ミックスに基づいて，い
かなる業態を開発したとしても，その具現化さ
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れる店舗そのものが，消費者からいったい「何
として認識」されるのか（cf. 向山2009），「何
の業態認識（行動パターン）」を前提にしなが
ら，「それとの何の差異が受容されているのか」
という点を把握しておくことが非常に重要とな
る。

3．スクリプトの階層性

　日常の身近な買い物行動スクリプトは，大き
く3層構造で捉えることができる。その階層と
は，店舗内行動スクリプト，売り場行動スクリ
プト，選択行動スクリプトである。図−5に示
されるように，これらのスクリプトはある認知
要素を媒介にして，それぞれが関係づけられて
いる。店舗内行動スクリプトに含まれるある一
つの認知要素は，ある売り場行動スクリプトを
構成している。そして，そのなかの一つの認知
要素が次の選択行動スクリプトを構成してい
る。さらに，そのなかのある認知要素が最終選
択肢となり，買い物かごの中に取り込まれると
いうことになる。
　例えば，食品スーパーにおける主な店舗内行
動スクリプトとは，「カゴを取る」「通路に沿っ
て歩く」「パック商品をカゴに入れる」「レジで
精算する」「自分で袋に詰める」という店舗内
での一連の行動体系である 3）。売り場行動スク
リプトとは，鮮魚売り場の場合，「売り場全体
を眺める」「コーナーに近寄る」「一つずつパッ
クを見る」といった行動体系である。選択行動
スクリプトとは，お刺身コーナーであれば，「鮮
度と値段をみる」「（鮮度は）血が滲んでいない
か確認する」「（値段は）ボリュームとのバラン
スを検討する」といった細やかな行動体系であ
る。一般に，選択ヒューリスティクスと呼ばれ

るものに相当する。

4．スクリプト操作による革新

　こういった買い物行動スクリプトが展開され
る食品スーパーという業態において，近年，従
来とは異なる新しい店舗づくりを試みようとす
る小売企業がある。新しい「業態の芽」となる
可能性をもつこれらの企業の存在は，同業の
中から，あるいは同業以外から，革新的な存
在として立ち現れてくるのであろう（cf. 中西 
1996）。いくつかの革新的な企業を分類すると，
店舗内行動スクリプトの次元と，売り場行動ス
クリプトの次元において革新を展開しているこ
とが確認できる 4）。
　店舗内行動スクリプトの次元における革新と
は，従来の食品スーパーでの買い物が「義務的
な買い物」であったことを見直し，その売り場
デザインの演出をはかり，買い物自体における
知覚変容を意図して「店舗内行動スクリプトの
流れを変える」ことにより，「店舗内での買い
物自体の楽しさ」を演出するという革新である。
高知の株式会社サンシャインチェーンなどが，
この次元における積極的な革新をはかっている

（詳細については髙橋（2011；2012）を参照さ
れたい）。売り場行動スクリプトの次元におけ
る革新とは，従来の食品スーパーにおける品揃
えを見直し，ある特定売り場において，一般的
な品揃えよりも幅と深さを大胆に拡充すること
により，消費者にインパクトを与え，「売り場
行動スクリプトの流れを変える」ことにより，

「選択の楽しさ」を演出する革新である。関西
を拠点とする株式会社エースなどの売り場に，
その革新をみることができる 5）。
　このようなスクリプトの操作による革新か
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ら，買い物カゴに入るアイテム数の増大，1ア
イテム当たりの単価向上が期待できる。それと
同時に，店舗内での買い物行動全体を通じた経
験価値の醸成も大いに期待できるものと考えら
れる。
　

❹ ——— まとめと今後の課題
　
　本研究は，消費者視点から捉える業態概念と
はいかなるものであるかという素朴な疑問に端
を発している。そこで，先人たちが残してきた
従来の業態研究における業態概念をめぐる議論
を検討していくなかで，いくつかの重要な示唆
が得られた。一つは，業態を実体として捉える
べきか，差異として捉えるべきかという業態研
究に挑む研究姿勢に関する課題である。また一
つは，業態を成立させる「原型なるもの」との
関係から捉える業態のもつ動態性に関する示唆
である。さらにもう一つは，業態の特性ともい
える動態性を説明する道具立てが要求されると
いう示唆である。これらを今後の研究課題とし
て整理した。
　また本研究では，消費者視点から業態概念を
捉える際の一つの重要な構成概念として，スク
リプトの可能性を指摘した。買い物行動を通じ
た業態認識の主体となるのがスクリプトであ
り，その機能と構造について取り上げ，その操
作による業態革新の可能性について言及した。
　消費者視点からの業態研究はまだ始まったば
かりであり，今後に残された課題は山積してい
る。しかしながら，業態研究はマーケティング
論や商業論のいわば本丸でもあり，その分だけ
この業態研究には多くの魅力があると確信して
いる。マーケティング論，商業論，そして消費

者行動論それぞれのアプローチから，この本丸
に挑むべきときが今なのかも知れない。
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浩先生（慶應義塾大学）からは，消費者研究と
マーケティング研究における業態の捉え方に関
する貴重な示唆を頂いた。ここに記して感謝の
意を申し上げたい。
　
＜付記＞
　本研究は平成23年度 科学研究費 基盤（C）
研究課題番号[23530545]「業態としてのカテゴ
リー：消費者視点の業態研究」，平成24年度 
科学研究費 基盤（C）研究課題番号[24530544]

「消費者視点のカテゴリー・マネジメント：品
揃え形成の視点から」の交付を受けて行った研
究の成果の一部である。

　
注
1）「ローソンストア 100」は生鮮食品，惣菜，日用品な

ど日常生活に必要な商品をほぼ全品 100 円（税込
105 円）で販売しており，スーパーの幅広い品揃え，
コンビニエンスストアの利便性と効率的な仕組み，
100 円均一ショップのわかりやすさの 3 業態の利点
を徹底的に追求した店舗である（ローソンストア
100 ホ ー ム ペ ー ジ http://www.99plus.co.jp/
company/outline/message/ 参照）。

2）プレミアム感とくつろぎの演出をテーマに，温かみ
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のある店内イメージとロハスキッチンと呼ばれる自
宅の自然な雰囲気を演出したカウンター，イートイ
ンコーナーやバリアフリーへの配慮など，居心地の
よい快適な買い物の時間を過ごせる空間を提供する
ことで，すべての人にナチュラルに利用してもらえ
る店舗の実現を目指している（ナチュラルローソン 
ホームページ http://natural.lawson.co.jp/concept/
index05.html 参照）。

3）2012 年 3 月から 8 月にかけて 20 代女性 1 名（未婚），
30 代女性 2 名（既婚子供無し 1 名，既婚子供あり 1
名），40 代女性（既婚子供あり 2 名）にデプスイン
タビューを行った。被験者によっては，「行く前に
チラシを見て，買うものを決める」「カートを使う」

「青果売り場はいつも丹念にチェックする」などの
個別の行動があったが，主な行動パターンはほぼ類
似していた。

4）EDLP（エブリデイ・ロー・プライス）タイプや低
価格を追求する小売企業（例えば，オーケーストア）
もいくつか登場しつつあるが，ここでは従来の流通
研究における業態革新の側面とは異なる視点で検討
すること，および価格競争を回避することが同質化
する市場から抜け出す方向性であると考えることか
ら，低価格路線以外の方向性を前提とする。

5）株式会社エースは，兵庫県尼崎市に本部を置く 1962
年創業の食品スーパーである。いくつかの業態を展
開しているが ，本稿では特に，加工食品や専門分
野に特化した品揃えを展開する「北野エース」（24
店舗）のことを示している。
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